


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガルエージェンシーFC 加盟資料ご請求の方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ご挨拶 
 

この度は、弊社のフランチャイズ資料をご請求いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 

弊社は日本で最初に調査業をフランチャイズ展開し、北は北海道から南は沖

縄まで全国に 124拠点を有する総合探偵社になります。 

 

ガルエージェンシー株式会社 会社概要 

商 号 ガルエージェンシー株式会社 

英文商号 GALU Agency Co.,ltd. 

創 設 1980年 1月 28日 

FC 全国展開 1992年（ガル探偵学校創設も同年） 

本 社 東京都中央区銀座 7丁目 11番 6銀座磯野ビル 6階 C 

TEL 03-6228-5550（代表） 

FAX 03-6228-5652 

 

私どもが行う探偵調査業は、家庭問題・離婚問題・男女間のトラブル・スト

ーカー・法人運営でのトラブル・盗聴盗撮など、求められるニーズは多岐に渡

り、調査依頼件数が飛躍的に伸びている業種になります。 

 

しかしながら、探偵業界への需要が増加傾向にあるにも関わらず、探偵不足

で調査依頼を消化しきれていないのが現状です。 

 

探偵業は、他の業種にはあまり見られない売り手市場の業種といえます。 

 

探偵業には大きなビジネスチャンスがあります！ 

 

探偵業は、人がやらない、やろうとしない仕事である上、低コスト・無在庫

が他の業種より高い利益を得られる理由の１つです。 

また、個人情報を取り扱うとい理由から、大資本の大手企業が参入すること

が決してない特殊な業種であることから、一度地盤を固めてしまえば継続的な

仕事と収入が見込めるという強みもあります。 

 



 

私どもガルエージェンシーグループは、探偵業界のリーディングカンパニー

であるという誇りの上、単に利益だけを追求するのではなく、常に社会貢献を

考え、知識・調査技術の向上をはかっております。 

 

平成 19年に弊社の念願でもあった探偵業法（探偵業の業務の適正化に関する

法律）が制定され、それまでは「怪しい」「胡散臭い」「得体が不明」とされて

きた探偵業が、法律によって明文化されることにより、悪質な運営がなされて

きた会社は経営が困難となり自然淘汰されることになりました。 

 

ガルエージェンシーグループでは業法制定以前より、探偵（社員）の教育育

成が最重要課題と認識し、1992年に日本初の探偵養成専門学校となる 

「ガル探偵学校」を設立、優秀な人材育成と供給を行ってきました。 

また、運営者側には定例会議への参加を義務付け、探偵業の適正運営化を図

ってまいりました。 

 

まずは同封した資料をご覧いただき、ご質問などがございましたら、FC事業

部までお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

ガルエージェンシー株式会社 

代理店統括本部 

 

担当：矢橋 克純 

   久保田 久之 

 

TEL:06-6136-3466 

 

 

 

 



 

探偵ビジネスとは？ 
 

 探偵は今や、500億円を超える規模のビッグマーケットとなっております。 

業界全体の年間受注件数は 300万件程といわれており、単純計算で 1日 8200

軒もの調査契約が締結されていることになります。 

このようなビッグマーケットに比べ、まだまだ探偵の数が足りない状況から、

実際に消化できるのは約半数という実情になっているのです。 

 

他に見られない売り手市場の業種を他業種の大企業が黙って見逃すというこ

とは、この情報化社会では通常ありえないことです。 

実際に大規模なマーケティングを行って、探偵業界にビジネスチャンスを見

出し、参入を試みようとした大手企業は過去にいくつもあります。 

その中には誰もが知っている某有名防犯セキュリティ会社も数社含まれてい

ます。 

しかしながら、各社が探偵業界のリサーチを進めていく過程で、未だ怪しい

とされる探偵業界のイメージと併せ、独自の情報収集網の構築や人材育成の難

しさなどの理由から、進出を断念するという結論に達したようです。 

 

年間に 500 億円規模のビックマーケットがあるにも関わらず、大手

企業が参入してこない特異な業界が探偵業という業種なのです。 

 

飲食業の生存率は 3 年で 30%、10年後には 8%未満という、とても厳しい状況

の中、少なくともガルエージェンシーグループに属している代理店の統計では、

10年後でも 50%を超える継続率という驚異的な数字となっています。 

 

本業として探偵業でしっかり成功を収めたい方、業務拡張の 1つとして探偵

業をお考えの方、そのどちらでの業務運営が可能です。 

探偵業運営におけるノウハウと人材育成及び供給といった探偵業界への参入

を検討する中で、最も高いハードルとされる部分をガルエージェンシーグルー

プに加入することにより、クリアできます。 

 

主たる業務内容としては個人や法人からの様々な調査依頼に加え、弁護士さ

んなどの士業の方からの調査依頼も数多くあります。 



 

ガルエージェンシー加盟のメリット 
 

 

（１）ブランドイメージを活用した費用対効果に優れた経営戦略 

 

ガルグループでは創設以来、全国各地において数えきれないほどの宣伝広告

を行ってきました。 

 

また、テレビやラジオ番組、雑誌等の各メディアにも多岐にわたる出演実績が

数多くあることから、各マスコミからも絶大な信頼を得ております。 

最近では探偵物映画（※最新では「探偵は BARにいる３」等）とコラボレーシ

ョンしたポスター制作など、他の探偵社では絶対真似のできない宣伝効果に優

れた広告を行っています。 

 

そのブランド力により、全国規模での費用対効果に優れた宣伝広告を行うこと

が可能となり、開業時に付与されるホームページやチラシといった営業ツール

を使用するだけでも、他の開業方法と比べ、大きなアドバンテージになります。 

 ※ホームページやチラシは開業時にお渡ししております。 

 

実際に、開業して間もない期間に、その地域の弁護士事務所から「ガルさんに

お願いしたい」と調査依頼があったというケースは数えきれない程ある話です。 

 

業務内容の秘匿性から口コミが広がりにくい業種ではありますが、「ガルエージ

ェンシーなら知っている」「聞いたことがある社名」という知名度の高さは、調

査を必要とされる方にとって探偵社を選ぶ際での、「安心」「信用」に繋がるこ

とから、ガルエージェンシーグループに加盟されている皆様への最高のバック

アップとなっております。 

 

探偵業を運営していく中で様々な宣伝広告方法がありますが、知名度をバック

ボーンとした宣伝広告がいかに費用対効果に優れているか、どれだけ効果があ

るかわかっているからこそ、ガルエージェンシーグループがこれまでも、そし

て現在も日本最大の探偵社であり続けられた理由なのです。 

 

 



 

（２）個人での開業・運営が可能となる営業支援と調査支援 

 

代理店加入をお決めになられた方には、まず代理店研修にて調査の基礎と探偵

業の運営ノウハウを学んでいただいております。 

 ※開業マニュアルをお渡ししております 

 

代理店の方々は、法人経営や個人経営といった経営方法と共に、複数の社員を

雇用しての運営と個人で運営される方に分かれます。 

 

開業後間もない調査にご不安のある方や、個人（家族単位含む）で運営されて

おり、複数の調査員が必要な場合は、他の加盟店からの調査応援を幅広く活用

されています。 

相談者対応（面談）においても、営業支援が受けられますので、難しい内容の

相談や法人からの調査依頼も安心して対応ができます。 

 

また、例えば東京にお住まいのお客様が東京で調査契約をされ、調査現場が福

岡や沖縄になるといった調査依頼も多く寄せられますが、ガルエージェンシー

加盟店の最大のメリットでもある、全国ネットワークを活用した調査が可能と

なります。 

 

面談・調査支援は（３）でも解説していますが、開業後にご参加いただくブロ

ック会議（定例会議）において詳しく説明があります。 

 

全ての部分において、ガルエージェンシーは探偵社の経営に対し、安心して専

念できる環境が揃っている探偵社であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）全国をブロック分けした勉強会（ブロック会議） 

 

開業後の統括本部による経営面のアフターケアは勿論のこと、全国を 5ブロッ

クに分け、各地域の特性に合わせた営業手法や調査手法など、探偵業運営に必

要な情報提供や勉強会をブロック会議という形で定期的に行っております。 

 

１．北海道・東北ブロック 

２．関東・東京ブロック 

３．中部・北陸ブロック 

４．関西・四国ブロック 

５．中国・九州・沖縄ブロック 

 

冒頭でご説明した探偵業の業務の適正化に関する法律では、様々な内容が定め

られています。 

これらを個人で全てクリアするには膨大な時間と手間、時には費用が必要とな

ります。 

ガルエージェンシーでは「探偵業法務研修・教育資料」を作成、マニュアル化

することにより、探偵業法に適合した運営が容易に可能となると共に、ブロッ

ク会議では法務研修だけでなく、経営・営業面を含め、健全経営できる為に必

要な情報を共有しております。 

 

調査や探偵業の営業にご不安がある方も、営業地区で実際に長年探偵業を営ん

でいる方々から生の声でのアドバイスを参考に、無駄のない効率的な広告が行

えることは、経営者としての成功への近道と言えるでしょう。 

 

併せて、ブロック単位での営業・調査支援があります。 

調査地がブロック外の遠方になる時や、遠方での調査支援が必要な時（例：調

査開始が東京で沖縄に移動する等といったケース）においても、代理店統括本

部が主導して全国にある代理店に調査協力を求めることができます。 

 

また、毎年、全国で行われる警察による立ち入り検査においても、ブロック会

議で行われる会議内容と、お渡し居ている資料を示すだけでスムーズに進める

ことができます。 

 ※「探偵業法務研修・教育資料」はどこの警察担当者にも優秀な資料である

と評価されています。 



 

（４）人材確保・人材教育を担うガル探偵学校 

 

今やどの業界においても人材不足は深刻で、社会問題化しています。 

探偵業の運営においても例外ではなく、営業面と同じく高いハードルとなるの

が、調査員や面談員の確保及び育成です。 

 

最初は個人運営をしていた方も、今以上に業務を拡張し、利益を確保しようと

する段階に入ると、有能な人材確保が必要不可欠となります。 

 

ガルエージェンシーグループでは 1992 年に日本初の探偵養成専門学校となる

「ガル探偵学校」を設立し、全国展開をすることにより、同業他社との差別化

を図ると共に、優秀な人材をスムーズに供給することを可能としました。 

 

一度でも会社の経営や人事にかかるお仕事をされた方であれば、おわかり頂け

ると思いますが、中小企業や零細企業で優秀な人材を確保するというのは非常

に難しいことです。 

 

受講料を支払ってでも探偵の勉強をして探偵になりたいという良質な人材を供

給できるシステムがあるというメリットも同時にご実感頂けると思います。 

 

探偵業を運営し、多岐に渡る調査依頼が寄せられ、調査を行っていく過程では、

様々な知識や情報を必要とするケースが多々生じてくることでしょう。 

ガルエージェンシーには多種多様な前職をもつ大勢の人材が在籍していますの

で、皆さんの知識や知恵を活用することが可能です。 

たとえ自分が知らない事でもグループ内の誰かが知っているだけで、その知識

や情報を得ることが出来るのがグループ運営の強みでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）法律に適合した帳票類や広告の安価購入 

 

探偵業法が制定されことにより、各種法令に適合した契約書面の作成などが要

求されるようになりました。 

ガルエージェンシーの場合、契約書を含めた全ての資料は顧問弁護士や専門家

監修の下政策がなされており、専用のイントラネットから簡単に必要書類や依

頼人にお渡しする販促物が安価で購入できます。 

また、広告に必要な会社案内や宣伝チラシ（A4サイズ厚手用紙）などは、個人

で制作・印刷すると高額になりますが、チラシが 1.2 円/枚など、かなり割安で

購入することが可能です。 

 ※チラシデザインは自由に構成することも可能です。 

 

  

「広告チラシ」 

 

  

「会社案内パンフレット」 

 

また、野立て看板や事務所の装飾などに必要なロゴ・写真・イラストデータは

大量にありますので、ご自由にご活用いただけます。 

http://intra.galu.co.jp/2009/insatsu/image/annnaiA4_2.jpg
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以下、イントラネットから購入＆ダウンロード可能なもの一覧 

 

 

【購入物】 

 ※ 開業時にスターターキットに含まれますが、追加購入できるもの 

 

１．広告チラシ 

２．名刺（3色、シルバー、ゴールド ※縦横デザイン選択可） 

３．契約書・見積書 

４．報告書カバー（6種類） 

５．封筒（大、小） 

６．領収書 

７．調査指令書 

８．紙フォルダ 

９．会社案内（大、小） 

 

 

 

【ダウンロード素材】 

 

１．調査サポート素材（調査報告書、他 13種類） 

２．調査契約サポート素材（5種類） 

３．雇用関係素材（秘密保持契約書、他 11種類） 

４．広告素材（ロゴマーク、他 20 種類） 

５．宣伝広告サポート（防犯カメラサイト他） 

６．オフィシャル動画（11種類） 

７．探偵学校関連（3種類） 

 

 

他、ネット広告に関するサポートも充実しておりますので、詳しくはお問い合

わせ下さい。 



 

よくある質問 
 

ガルエージェンシーグループ加盟に関する良くある質問をご紹介します。 

 

Ｑ１．最初は 1 人で始めたいのですが、大丈夫ですか？ 

 

1人での開業も十分可能です。 

開業地域のブロック単位での調査支援体制がありますので、調査が入った場合

にご利用いただけます。また、難しい内容の相談があった場合にも営業支援や

アドバイスを行っておりますので、お気軽お申し出下さい。 

 

Ｑ２．人口が少ない地域での開業希望なのですが？ 

 

探偵に依頼される内容は、夫婦間や親子間といった問題が多く、どこの地域で

も起き得る事柄ばかりです。 

１軒でも弁護士事務所があるような地域でしたら、まず問題はないでしょう。 

 

Ｑ３．自宅で始めたいのですが、事務所を借りなければいけませんか？ 

 

自宅兼事務所でも問題はありません。 

実際にその形式で運営されている代理店はいくつもあります。 

ただし、依頼する側からすれば事務所を構えて営業している方が信頼度がある

という傾向がみられますので、後の課題として事務所を借りることを考えるの

も１つの方法です。 

 

Ｑ４．探偵業のことは何もわからないのですが？ 

 

開業される方の大半は未経験の方です。 

新しい業界に挑戦する以上、学んで頂くべきことはたくさんありますが、全国

の代理店の皆様は特別な才能がある特殊な方ではなく、ごく普通の方ばかりで

すので、代理店研修で基礎や営業法を学び、そのマニュアルを元に支援を受け

ながらスタートをすることで大抵の障害は乗り越えられることでしょう。 

支援体制はしっかりしておりますので、大切なことは経営者としての学ぶ姿勢

と、わからないことは統括本部や所属するブロックの方にすぐ聞くという事で

す。 



 

Ｑ５．年齢や性別は関係ありますか？ 

 

探偵業の運営において、年齢や性別はあまり問題にはなりません。 

当然、学歴も関係ありません。 

大切なのは、ガルエージェンシーというバックボーンを既にお持ちである上で、

依頼される方の立場になって、どのような姿勢で相談を聞けばいいのか、どの

ような提案やアドバイスをするのが適切であるか自分なりに確立することです。 

 

Ｑ６．誰でも開業できるのですか？ 

 

お客様のプライバシーを扱う仕事ですので、「誰でも」という訳ではありません。 

どちら様にも弊社既定の審査を受けていただいております。 

 

Ｑ７．どういった宣伝広告をするのですか？ 

 

開業時にお渡しするホームページやチラシ、会社案内といった営業ツールの他、

ネット広告や看板などといった様々な宣伝広告方法を研修にてお教えしており

ます。 また各ブロックにおいては地域の特性に合った効果的な宣伝広告方法

を提供しております。 

 

Ｑ８．開業するまでにどれくらいの資金が必要になりますか？ 

 

加盟金などガルエージェンシー本部にお支払頂く２９６万円（別途消費税８％）

の他には、事務所を準備される方はその費用、パソコン・プリンター・ビデオ

カメラなどが必要になります。 

中には全てお持ちの方もいらっしゃいますので、その場合は無理に今すぐ揃え

る必要はありません。 

必要最低限の物だけを揃え、調査依頼に応じて必要な機材等を調査の着手金で

補充するという方法もあります。 

 

Ｑ９．調査依頼はどれくらいありますか？ 

 

売上は営業方法や地域によって様々ですが、潜在的な依頼者はどこの土地でも

数多く存在していますので、どうやってそのアプローチしていくかの問題です。 

開業当初は月に 100～200万円の売り上げ目標を設定し、慣れていくに従い、徐々

に上げていくというのが通常となります。 



 

加盟までの流れ（個人・法人共通） 
 

（１）代理店説明会（要電話予約：06-6136-3466） 

西日本では静岡・名古屋・大阪・広島にて代理店説明会を開催しており

ます。（※ご要望に応じて福岡でも可能） 

代理店説明会は予約制となっており、連絡先は最終ページに記載してお

りますので、お問い合わせを含め担当者までご連絡ください。 

 

（２）仮契約 

加盟をご希望される場合、仮契約後、審査を行います。(※一週間程度) 

 

（３）本契約 

審査合格後、本契約を締結します。 

 

（４）代理店研修（5 日間） 

日程の打ち合わせを行い、代理店研修を行います。 

同時に、スターターキットの作成を行います。 

 

（５）開業準備 

開業へ向け、事務所の準備をして頂きます。 

 

（６）開業 

スターターキットが届き、事務所の準備ができましたら、いよいよ開業

となります。 

ここから探偵社オーナーとしての日々がスタートします。 



 

 

以下、スターターキット一覧 

 

 

１．販促用チラシ 

２．ホームページ用ドメイン、サーバー設定 

３．ホームページ制作（スマホサイト対応） 

４．完全探偵教範 

５．盗聴器発見セット一式 

６．盗聴器発見マニュアル 

７．業務案内 

８．封筒 

９．報告書カバー 

１０． クリアファイル 

１１． バインダー 

１２． 調査員研修マニュアル 

１３． 社印（角印） 

１４． ゴム印 

１５． 名刺 

１６． 調査契約書一式 

１７． 調査契約書一式（クーリングオフあり） 

１８． 見積書 

１９． 領収書 

２０． 調査指令書 

２１． 身分証 

２２． 代理店研修修了証 

２３． 代表バッジ 

２４． 開業研修マニュアル 

２５． イントラネット ID、パスワード発行 

２６． ポスター 

２７． その他（開業時期によりお渡しするものが異なります） 

 

 

 

 



 

ガル FC 事業部より 

 
ガルエージェンシーグループには全国から数多くの相談依頼が寄せられると同

時に、数多くのフランチャイズの資料請求を頂いております。 

探偵業に参入するにつき、どこかに加盟しなければならないといったことは一

切ありません。 

自己流で運営することも可能です。 

 

ただ、長い歴史で培った探偵業運営に関するノウハウは、新規に探偵業に参入

される方々にとって本当に大きなアドバンテージになるかと思います。 

 

探偵業法が制定された今、調査契約や従業員雇用や育成に関する契約書や資料

類も細かく決められていますので、それらに適合した資料を作成するだけでも

膨大な時間と労力が必要となります。 

 

開業した土地で認知度を得るのには何年もの時間を要することになり、近隣の

弁護士さんからの信頼を得て、調査依頼を貰えるようになるまでは相当な努力

が必要になることでしょう。 

 

ガルエージェンシーへの加盟は、時間やノウハウを買い、歴史を含めたネーム

バリューを借りるといった考え方が正しいと考えています。 

 

初めて起業する、新規事業に参入するというのはとても不安なことだと思いま

す。 

フランチャイズなんてどこも良いことばかりしか言わないだろうというお考え

も十分理解できます。 

だからこそ、フランチャイズ資料をご請求された方に、弊社では迷惑なしつこ

い営業などは一切行っておりません。 

 

ご質問やご相談などがありましたら、担当者の名刺を同封しておりますので、

お気軽にお問い合わせ下さい。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 



 

代理店説明会開催場所（西日本） 

 

① 静岡県静岡市葵区沓谷３丁目４−２１ 

ガル探偵学校静岡校 

 

② 静岡県浜松市中区和地山 1丁目 7 210 号 

ガル探偵学校浜松校 

 

③ 愛知県名古屋市中村区則武 1-2-1 カネジュービル 5F 

名古屋本部 

 

④ 大阪府大阪市北区芝田 2丁目 2番 13号日生 ビル東館 1階 

大阪本部 

 

 

 

他、ご要望に応じて福岡（福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多 IC ビル 2F ガ

ル探偵学校博多校）においても開催しておりますので、お気軽にお問い合わせ

下さい。 

 

ガル代理店統括本部西日本連絡先 

 

総合受付ダイアル：06-6136-3466 
 

【担当】 

久保田 久之（くぼたひさゆき） 090-3158-4728 

矢橋 克純（やはしかつずみ）   080-5084-8158 

 


